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女性が元気＝地域が元気！ 

女性の集いの名称は「芦やん小町」に決定！ 
 “女性の集い” ネーミング募集に、多数のご応募をいただき、あり

がとうございました。 

名称は長濵文子会員の「芦やん小町」に決定しました。おめでとうござ

います！ 

６月３０日には「自分のお手玉」作り＆おしゃ

べりの会が開催され、１６名が参加。自分だけの

「Ｍｙお手玉」が上手に出来上がりました。 

 おしゃべりにも花が咲き、楽しいひと時となりま

した。 
 

女性限定「お手玉の揺り方」講習会  
第1回女性の集いで好評だった「お手玉の揺り方」講習会を開催します。 

お手玉をいくつまで回せるか、チャレンジしてみませんか？足腰を鍛えて、転倒予防、肩こりの解消にもなるそ

うです。自分のお手玉が無くても、貸出のものがありますので大丈夫ですよ！ 

 ●日時：平成２７年７月３１日(金) １３：３０～１５：３０ ●定員：３０名 

 ●場所：はつらつ館 大会議室  ●講師：神戸お手玉の会  ●申込〆切：７月２１日（火）（電話受付）                       
 

 

ＭＡＮパワーチーム研修 
第２回研修会「窓と網戸の掃除」を開催しま

す。実習から学びますので、たいへん就業

の参考になります。 
 

●日 時：７月１７日（金）13：30～ 

●場 所：はつらつ館 小会議室 

●持ち物：雑巾２枚    

申込〆切 ７月１５日（水） 

会員みんながサポーター!!  

認知症サポーター養成講座 
「サポーターのやさしさがなぜ必要か？何ができる？」 

地域支援委員会では、シルバー会員全員に認知症サポーターに

なった上で就業してもらいたいと、下記のように ３回予定しておりま

す。都合のつく日程に今年度中に参加してください。 

●日程：第１回７月２９日（水）・第２回１１月２７日（金） 

  第３回平成２８年２月２２日（月） 

●時間：３日とも 13：30～  ●場所：はつらつ館大会議室 

●第1回目の申込〆切：７月２４日（金）迄 
 

兵シ協・高齢者生活サポート研修 ★４日間の研修で、幅広い知識と技術の習得ができます。 

受講生募集 受講料無料 対象：６０歳以上で就業＆社会参加等の意欲のある方 

８/３１（月） ●開講式 ●これならわかる！成年後見制度 ●プロから学ぶお掃除（座学及び実習） 

９/１（火） ●介護疲れしない上手なコミュニケーション術●傾聴の大切さ/実習（傾聴のロールプレー） 

９/３（木） ●「生前整理」について  ●健康寿命を延ばす食生活 

９/４（金） ●楽しい健康づくり＆介護予防のための体操●「高齢者をねらう契約トラブル」 

●地域社会で生きる(地域の担い手となるために）    ●閉講式 

場所：はつらつ館大会議室  時間：全日１０：００～１６：００ 

◎同封のチラシを６０歳以上のお知り合いに渡し、宣伝してください！ 



６ 月 活 動 実 績 
9  入会説明会 

10  第２回企画委員会 

11  前期会員研修 

12  第１回安全委員会 

  第２回安全パトロール 

15  阪神ブロック役職員研修会(理事長・常務理事) 

16  新入会員オリエンテーション 

  第３回アンケート検討会 

  近シ協総会(京都：常務理事・阿守監事) 

18  兵シ協中長期計画推進委員会(理事長・常務理事) 

19  第３回事業運営部会 

22  第３回広報委員会 

23  第２回地域支援委員会 

  兵シ協事務集中化検討会(白井次長･羽渕主査) 

25  全シ協定時総会（理事長･羽渕主査） 

  第１回適正就業委員会 

26  事務局会議 
 

事業運営部会 
●第３回 （６月１９日） 

・健康･生活アンケート実施について 

・会員拡大に向けての取り組みについて 
 

安全委員会 
●第２回 （６月１２日） 

・安全就業強化月間中の取り組みについて 
 

専門委員会 
●第２回 企画委員会（６月１０日） 

・会員増強と就業開拓について 

・市民講習会・会員講習会について 
 

●第３回 広報委員会（６月２２日） 

・「はつらつ芦屋」２０号について 
 

●第２回 地域支援委員会（６月２３日） 

・認知症サポーター養成講座について 

・介護予防講座・会員向け講座について 
 

●第１回 適正就業推進委員会（６月２５日） 

・会員就業規定及び適正就業基準に基づく 

適正就業の周知及び推進について 

・就業相談箱の常設及び就業相談の実施について 

・適正な受託の点検と就業率の向上について 

 
 

～お詫び～ 
先月号で、自転車による交通違反講習会受講料を

７，５００円と記載してしまいました。正しくは５，７００

円です。謹んでお詫び申し上げます。 

第２回安全パトロールの報告 
６月１２日、向井委員長、岸・橋本・冨岡委員の４名

が剪定・除草等４か所の就業現場を巡回、安全への注

意を喚起しました。 

 
 

～～事故ゼロ運動～～ 
 今期間は傷害事故１件（就業中）、が発生。いつどん

な時も、安全が一番です。くれぐれも気を付けてくださ

い。  
  

無事故達成日数 

    傷害事故   １７日 

     賠償事故   ５３日 （７月６日現在） 
 

 

☆平成２７年度芦屋市シルバー人材センター安全標語  

  これ位 思ったすき間に 事故の影 
  ☆兵シ協安全就業スローガン 

気を抜くな 慣れと過信は 事故のもと 

 

☆全国シルバー人材センター安全スローガン 

安全は 一声かける ゆとりから 
 

 

就業相談箱をご利用ください!! 
適正就業推進委員会では、就業に関しての疑問

や、悩みなどをお伺いして、その解消や解決を図る

お手伝いをさせていただいています。 

ご相談のある方は、「はつらつ館」１階の作業室西

側入口前に「会員就業相談箱」を設置していますの

で、相談内容や連絡先等を

記入して投函して下さい。 

適正就業推進委員が、相

談内容を確認しましたら、適

宜ご連絡させていただきま

す。 

どんな些細な相談でも結

構ですので、どうぞご利用く

ださい!!               適正就業推進委員会 
 



市民公開  各種講座等のおしらせ 

７月１３日スタート！～♪みんなで歌おう！日本名歌♪～ 
新しい曲や歌い方を学ぶ教室ではありません。皆で一緒に歌って、心楽しい時間を過ごすクラスです。 

●開講日：月２回（第２・４月曜）１０：００～１１：３０●場所：「はつらつ館」 

●参加費：３か月(６回)で２，０００円 ＊別途・歌集代３００円   

今からでも遅くない！技能習得のチャンス！ 

【シルバーチャレンジ講座】障子・網戸張り替え体験講座 
 ●日時：７月１６日（木）・１７日（金） （講習）10：00～12：00 （実技）13：00～15：00 
 ●場所：シルバー作業所（業平町６-１９（旧事務所）・２号線沿）●受講料無料（材料費として２,５００円(２日分)） 
 ●持物：小型カッターナイフ  ●定員：先着１０名   ＝事前に電話でお申込み下さい＝ 

 

健康寿命を伸ばそう！介護予防講座「健康表現体操」 ２会場で開催中！ 
懐かしい曲、なじみのある曲に合わせ、歌いながら体操します。脳の活性化、転倒防止、そして内臓機能を高めます。 

 

●開講日 ： 毎月第１木曜日10：00～11：30   

●場所 ： エルホーム芦屋（浜町１２－３） 

●対象 ： 市内在住６０才以上の方 

●受講料 ： ５００円（１回）当日払い ●定員：２０名

申し込みはシルバー人材センターへ！ 

 

●開講日 ： 毎月第２・４木曜日10：00～11：30   

●場所 ： はつらつ館 大会議室 

●対象 ： 市内在住６０才以上の方 

●受講料 ： ３０００円(６回分一括払い)  ●定員：２０名 

申し込みはシルバー人材センターへ！ 

ワンコイン・一日英語クラス 
７月２５日（土） 

第１部10:00～12：00 クロスワード・会話・ポピュラーソング 

第２部13：00～15：00 英語ｄｅ映画「ローマの休日」④ 

●教材費 ： ５００円 （電話申込みの上、当日持参） 

 

書 道 教 室 
●日 程：７/７・２１、８/４・１８（火）原則第１・３火曜日

●時 間： 成 人 １３:３０～１５:３０ 

   小学生 １６:００～１７:００      

●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円 

  小学生２５００円   ＊教材費５００円含む 

着 付 教 室  
 着物を素敵に着こなしませんか？ 

●日 程：７/９・２３、８/１３・２７日（木） 原則第２・４木曜日

●コース：①初心者コース ②中級コース ③１回コース 

●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円

午前の部 １０時～１２時   午後の部 １３時～１５時 

上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！

 

Ｅ.Ｓ.Ｓ.Ｔ（English Speaking Support Team）企画 
らくらくイングリッシュ（６回コース） 

●日時：7/4・18、8/1・22、9/5・19（土）10：00～12：00 

●受講料：１回５００円＋初回のみ教材費２００円 

●場  所 ： はつらつ館 大会議室  
※途中受講も可能です。 事前電話予約が必要です。 

 

会員対象  各種講座等のおしらせ 

会員のための健康体操講座  

●７/１・７/１５、８/５・１９（水） 

●時間 ： １４：００～１５：３０ 

●場所 ： はつらつ館２階 大会議室 

●講師 ： 三谷千尋会員  

●費用 ：３００円/１回 （当日持参） 

●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの 

成年後見制度相談窓口無料・会員対象 

これからが不安・・こんな時にご相談下さい 
＊一人暮らしで子供もいない、これからが不安・・・ 

＊親に認知症の症状が出始めた・・などなど 

日時：７月２１日（火）午前１０：００～１２：００ 

場所：はつらつ館 １階 作業室１ 

     成年後見推進グループ

来月のパソコン講座（会員の割引価格） 
①やさしいエクセル ／3・17・24(月) 

②ワード応用 ／4・18・25(火) ③タブレット入門 ／5・19・26(水)

④初めてのパソコン ／7・21・28（金）  各講座１０名募集  

 ●時  間： ②～④10:00～12:00 ①13:30～15:30 

 ●受講料： ①～④3 回2,000 円（教材費別） 

 

個人教室（完全マンツーマン方式・パソコン持参可） 

●日 時： 3・17・24(月)10:00～12:00 

●受講料：各日2 時間 各2,500 円 各日 5 名 
 

場所：シルバー人材センター はつらつ館 

申込：全講座来局申込時、費用支払をもって受付済 
 

１日５００円！全部出ても良し、一部だけでも良し、です！



 

 

   

同 

 

 

好 

 

 

会 

～♪カラオケ同好会「ひばりクラブ」のお誘い♪～ 
カラオケの好きな方、健康と親睦＆情報交換の場として楽しみませんか！ 

今後活動日時は毎月第３火曜日午後１時から４時までの予定です。 

 ●日時：７月２１日（火） １３：００～１６：００ ●場所：ジャンカラ芦屋店（大原町 ヴィザヴィASHIYA6F） 

 ●参加費：３００円（ソフトドリンク付）               問合せ先：世話人／岡垣  

知的財産研究同好会～“こんなのがあれば”～ “これは便利”  
・・・・興味ある事案が数件提案されています・・・興味ある方は是非ご意見を・・・・・・ 

７月１２日  第５回 例会 （毎月 第２日曜日） １３：３０～１５：００  見学自由 

●場 所 ： 池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室    

＝映画を観て語り合う＝ビデオ散歩倶楽部同好会 
映像・映画を持ち寄り、仲間と共に観て語り合い、感動の時間を分かち合います。 

今回は、刑事コロンボから「権力の墓穴」を上映します。コロンボの上司 警察本部次長が犯人という大胆な

設定のミステリーで意表を突く凝った構成と痛快なクライマックスがすばらしい作品です。 

● 日  時：７月１４日（火）13：30～16：00 ● 場  所：はつらつ館２階「中会議室」 

● 上映作品：刑事コロンボ「権力の墓穴」1973年作品（95分） 

※一般会員の鑑賞自由です。参加費なし、当日受付簿に氏名を記入して下さい。 

 奇数月の第２火曜日（午後）を定例としています。 
ゴルフ同好会（ＡＳＧ）からのお知らせ 

今年後半の３大会は９月からはじまります。詳細は来月号で！ 

初心者も大歓迎！お気軽にご参加ください。 

第３４回大会入賞者 ６月２４日 ダンロップゴルフクラブ 

優勝 利川在賢  準優勝 佐藤忠美  第３位 三木一成 
 

ダーツ同好会 ＡＳＤＣ 
 （Ａｓｈｉｙａ Ｓｉｌｖｅｒ Ｄａｒｔ Ｃｌｕｂ） 

１ゲームおよそ３０００歩程度の運動量 

７月１０日（金）１２：３０～１４：３０ 

場所：ＪＲ芦屋駅南 セブンイレブン２階 

 

「はつらつサロン～ワイ・ガヤの会」 
雑談の中から“目からウロコ”の話などフリートーク 

日頃見聞きしたことやお知恵拝借など、「ワイワイ・ガ

ヤガヤ」の同好会です。会費なし、事前申込必要なし。 

●日時：７月１２日(日) 10:00～11:30(毎月第２日曜) 

●場所：池田泉州銀行 芦屋支店 ２階会議室 

編み物同好会 
和気あいあいと楽しく作品作

りをしています。指を使って

脳トレしましょう！ 

●日時：７/２１（火） 

毎月第３火曜9：30～12：00 

●場所：はつらつ館作業室２ 

 

囲碁同好会 
毎週水曜９：３０～ 

はつらつ館２F 

作業室２ 

お気軽にご参加 

ください！ 

 

写真同好会・デジイチ会 
◆毎月第１水曜日１３：３０から 

例会を開いています（見学自由） 

問合： （黒住） 

 第３回写真展の報告 
６月１７日～２３日、池田泉州銀行芦屋支

店で第３回の作品展が開催されました。 

メンバーの腕も年々上がり、ずらりと力作

がそろっていました。 

 

麻雀同好会 「すずめクラブ」 
ベテランも初心者も和気あいあい。体験参加、見学、

大歓迎です。７月より第４土曜の例会は午後１時からになります。 

例会 ７月１１日(土)９：００～・２５日(土)１３：００～ 

場所 ： はつらつ館１階作業室 

世話人 北條 時雄     

絵画クラブＯＬＩＶＥ 

毎月、第２木曜 第４木曜に「はつらつ館２階会議

室」でスケッチを楽しんでいます。初心者の方もぜ

ひご参加ください。 

●７月の定例会：９・２３日（木）13：00～16：00 

●場 所：はつらつ館２階 中会議室 
 

衣類のお直し、りフォーム 

いたします!! 
日時：７月１３・２７日（月）９：００～１１：３０ 

＊原則は毎月第２・第４月曜 

網戸・ふすま・障子、 

張替えます！ 
当センターの技能班が引き取りから 

お届けまで責任をもってお受けします！ 

芦屋霊園内のお墓清掃 

引き受けます 
お墓清掃班が、忙しい貴方代わって

芦屋霊園内のお墓清掃を承ります 
 



お 仕 事 の 紹 介 
  時間等 募集人数 

  
月・水・土 

8：30～11：30 
1名 

  

週３～４日 

8～10：00 

15～17：00 

１名 

  

週３～４日 

8～10：00 

15～17：00 

１名 

  
曜日・要相談 

17：00～20：30 
１名 

  
月・火・水・金・土 

7：00～9：00 
１名 

  
週３日（応相談） 

18：00～21：30 
１名 

  
日・火 

9：00～13：00 
１名 

  

月～土 

①10：30～14：30 

②14：30～21：00 
（終了時間は応相談） 

各１名 

  

月以外(要相談) 

8：00～21：00の

間で応相談 

１名 

  
月・水・金 

7：00～10：00 
１名 

  
週３日～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
週３日～４日 

8：00～12：00 
１名 

  
週３～４日 

6：00～10：00 
１名 

  
７・８月 水・土 

8：00～12：00 
１名 

  
月・木・土 

8：00～12：00 
１名 

  
火・木・土 

8：00～12：00 
１名 

  
7～10月（土ｏｒ日） 

8：00～12：00 
１名 

  
月以外（応相談） 

10：00～13：00 
２名 

  繁忙日のみ １名 

  
日12～16：00 

土 8～12：00 
１名 

  
7/26（日） 

7：00～11：00 
２０名 

  
週１～２回 

10：00～14：00 
１名 

  
夕方 

１時間 
１名 

  午後２～３時間 １名 

   

事務所入り口横に、「お仕事紹介コーナー」を設置

し、お仕事の速報を掲示しています。 

いつでもご来局下さい！ 

あしやキッズスクエア・就業会員募集！ 
放課後、小学校等を利用して、子供たちに体験・交

流・遊び等の機会を提供し、居場所を確保するお仕事

です。＊資格は不要です 

●場所：精道小・潮見小 

●時間等：夏休み等長期休業日 ８:３０～１７:００ 

（ローテーション就業） 

●内容： ・自由遊び中の子供の安全管理 

   ・参加カードの押印チェックや名簿の記入 

   ・ケガ・事故等の対応 ・・・など 
 

「シルバーフェスティバル」への参加について 
兵シ協主催のフェスティバルが今年も開催されます。

このイベントは、シルバー人材センターの認知度を高

める事を主な目的としており、マスコミ等を活用して広

く兵庫県内に向けて展開します。兵シ協より以下の要

領で参加の募集がありました。 

●日時：１１月２２日(日)・２３日(祝) １０：００～１６：００ 

●場所：JR神戸駅前地下街「デュオ神戸」 

  参加形態 

①展示即売 ②同好会サークルの紹介（舞台発表） 

③仕事の実演 ④会員の紹介（インタビュー） 

このイベントに参加希望の職群、活動グループ、同

好会は、事務局にご相談ください。 

  締切は７月２４日（金）まで 
 

 

E.S.S.T. 新メンバー募集！ 
 English Speaking Support Team は英語による就業を

目指して活動しているグループです。 

 連絡先 ０９０ １４８７ ２１０５（三谷） 
 

 

ＭＡＮパワーチーム･メンバー募集！ 
男性だけの家事支援班です！高齢化が進む芦屋････

女性では大変な家事支援を仕事とします。班内研修が

ありますので、経験のない方でも大丈夫です！ 

 

血圧計を設置しました！ 
事務所入り口横に血圧計を設置し

ました。血圧は健康のバロメータ。

ぜひご利用

下さい。 

 
 

 

 
 

 



トライやるウィーク 
 ６月８～１２日精道中から２名の生徒がセンターに

就業体験にきました。子育て班、技能班、野菜班な

ど、シルバーならではの色々な仕事を体験。ご協

力くださった会員の皆様、ありがとうございました。 

 
網戸貼り、とても上手にできました！ 

 

会員研修バスツアー 
 ６月１１日、世界遺産・宇治平等院に行ってきました。

「はつらつ芦屋２０号」に詳しく掲載しておりますので、

ご覧ください！ 

 
 

「みんなで歌おう！日本の名歌」 
 介護予防講座・新企画 「みんなで歌う！日本の名

歌」が７月からスタート！６月８日の無料体験には３１人

が参加、内２０人が申込みされました。参加理由には、

“家では一人なので声をだす機会が少ない” “出か

けるきっかけが欲しい” “こんな気楽な教室が欲しか

った”等でした。 

まだ定員に達していませんので、興味のある方は、

懐かしい歌を一緒に歌いませんか？また、ご近所で

おひとり暮らしのお知り合いの方をお誘い頂ければ嬉

しいです。 ７月１３日(月)が第１回目です。 

 

入会希望者説明会の日程 

７月１４日（火） 

８月１１日（火） 

配分金の支払日 

６月就業分 ７月１５日（水） 

７月就業分 ８月１４日（金） 

８月就業分 ９月１５日（火） 

はつらつ野菜市 
毎月最終水曜日、はつらつ館西側で開催中！ 

三田市シルバーから新鮮な野菜が届きます。 

６月２４日 ７月２９日 ８月２６日 
 

シルバーやさい広場 

西芦屋と翠ケ丘ポケットパークで 

開催中！（毎週木曜日） 
 

刃物研ぎ､開催地拡大！ 

・ 西芦屋町ポケットパーク 毎月第１木曜日 

・ 翠ケ丘町ポケットパーク 毎月第２木曜日 

・ エルホーム芦屋（浜町） 奇数月第３木曜日 

・ 打出商店街 まごのて 偶数月第３水曜日 

・ シルバー人材センター  毎月最終水曜日 

（野菜市同時開催）    

★受付は１０時～１２時まで 

★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円 
 

新入会員です！よろしくお願いします 

   

   

   

   

   
 

退会会員です。長い間ありがとうございました 

   

   

   

   

   

   

   
 

ワイシャツの貝ボタンありませんか？ 
花こもの班からのお願いです。ワイシャツについて

いる、いらなくなった貝ボタンがあれば欲しいそうです。 

よろしくお願いします！（プラスチック製は不可） 




